
ことはまずなくて、再感染のことが多
いです。
　池田　よくMSMの方などが感染を
繰り返したりしますよね。それもその
ように見ていくのですか。
　斎藤　そうですね。全く同じです。
　池田　逆にいうと、TP抗体で見て
いるとそれが見えてこないのですね。
　斎藤　今、自動化法で連続する数値

が見られるようになりましたので、か
なり参考にはなるのですが、治療効果
判定という面ではRPRのほうがよいと
思います。
　池田　TP抗体とRPRはセットで行
っていくのですね。
　斎藤　必ずセットがいいです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

北里大学メディカルセンター産婦人科部長・准教授
三　木　明　徳

（聞き手　池田志斈）

　28歳未婚の難治性カンジダ腟炎についてご教示ください。患者は、22歳より
高安動脈炎の治療をしています。人工血管の手術も行っているとのことで、プ
レドニンを服用中です。１年半前にカンジダ腟炎になって以来、まったく治ら
ないと来院。確かにカンジダ腟炎が認められました。糖尿病はありませんでし
た。今後の対処法についてご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

難治性カンジダ腟炎

　池田　今回はカンジダ腟炎を繰り返
すという質問が来ているのですが、そ
もそも腟の中にはどのような菌がいる
のでしょうか。
　三木　腟の中というのは大腸とか腸
の中と同じように細菌の宝庫でして、
たくさんの細菌がいます。本当であれ
ばそれぞれの細菌が自分の領分を守っ
て、それなりの生活をしていてくれれ
ば全く問題ないのですが、通常は乳酸
桿菌、デーデルライン桿菌といわれる
ものがたくさん腟の中にはいて、その
デーデルライン桿菌が腟の中を酸性に
持っていくことによって、ほかのばい
菌が入ってくるのを防ぐという機能を
果たしています。ですので、乳酸桿菌

がたくさんいる腟は、いわゆる健康な
腟ということになります。それがいろ
いろな体調の変化とか、もしくは抗生
剤、抗菌剤の投与などによってバラン
スが崩れてしまうと、ほんの少しだけ
いたほかの細菌、例えば今回の話だと
カンジダなどの真菌が増えてくること
によって、いろいろな症状が出てきま
す。
　池田　よく抗生物質を使って陰部が
かゆくなるのがありますね。その多く
の原因はカンジダということになるの
でしょうか。
　三木　そうですね。お年寄りの方で
あれば、もともと乳酸桿菌が少なくて、
そのためにもともと腟の中の細菌バラ
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第64巻11月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、10篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「臨床栄養の最新情報」シリーズの第２回
として、４篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、糖尿病・動脈硬化の２篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。
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　池田　確かにその人のパートナーの
陰茎の状態と生活様式でも違うという
ことですね。
　三木　そうですね。
　池田　パートナーのほうも一応チェ
ックするほうがいいですね。
　三木　そうですね。何回も繰り返す
ようであれば、パートナーがどんな人
なのか、要するにパートナーの洗い方
とか、場合によってはクリーム製剤を
出してみるのも一つの方法かもしれま
せん。
　池田　先ほど常在菌でもある、とい
うことなのですが、カンジダ症の診断
はどのようにされるのでしょうか。
　三木　まずいろいろな病歴を聞く。
特に抗生剤、抗菌剤の投与後とか、あ
と免疫抑制状態になるような薬の投与
などがあったら、その問診だけでもか
なりのところまでわかります。あとは、
おりものの様子を見て、いわゆる典型
的なカンジダ様のおりものがあったら、
それだけでの診断でもいいと思います。
もちろん、非常に細かい、わかりにく
いような症例に関しては、おりものを
プレパラートに取って顕微鏡で見る。
カンジダ特有の菌糸、キノコのもとに
なるようなものですが、菌糸を確認す
ることによって、さらに正確な診断が
できますし、また場合によっては培養
という方法もあります。
　池田　それではっきり病原性がある
状態にあるのを確認するということで

すね。
　三木　そうですね。どう見ても普通
よりも多いか、明らかに数が多くなっ
ていることがわかれば、これが症状の
原因として考えられると思います。
　池田　次に治療になるのですが、日
本ではどのような方法がスタンダード
になっているのでしょうか。
　三木　まず腟の中に入れる錠剤で、
腟の中のカンジダをほぼ１回の投与で
ほとんど消滅させることができます。
あとは外陰部の症状、要するに外陰部
が痛がゆいという症状に関しては、抗
真菌剤の入ったクリーム製剤を塗るこ
とによって、その症状を抑えてあげる
のが基本です。だいたい１回の腟剤投
与でほとんどの場合よくなりますが、
それで効果が不十分な場合には１週間
後に来てもらって、症状を聞いて、も
う一回腟の中に薬を入れるという方法
で、ほとんどの場合、それでいったん
は治ります。
　池田　そんなに繰り返しなったり、
なかなか反応しにくいことは少ないの
ですね。
　三木　そうですね。ただし、この患
者さんのように、いろいろな理由でカ
ンジダになりやすい素因を持っている
と、それによって症状が持続してしま
う、もしくは再発を繰り返してしまう
患者さんもいらっしゃいます。
　池田　質問の患者さんの場合ですと、
ステロイドを投与されているというこ

ンスが大腸菌などに寄っていて、大腸
菌などが増えることもありますが、若
い方とか、生理が普通にある人であれ
ば、一番の原因はカンジダになると思
います。
　池田　カンジダの症状は、自覚症状
も含めてどのようなものがあるのでし
ょうか。
　三木　まず外陰部のかゆみ、あと外
陰部が赤くなってきます。かゆみがひ
どくなると、痛みという表現をされる
方もいらっしゃいます。あと、ちょっ
と白くてどろっとしたようなものが普
通のおりものなのですが、おりものが
普通のおりものと違って、チーズの中
でもカッテージチーズといわれるよう
な、要するに細かい粒々が塊になって
出てくるようなもの、それがカンジダ
に特徴的なおりものといわれています。
　池田　自覚症状とともに何かおりも
のが変わってくるのですね。
　三木　そうですね。
　池田　先ほど抗生物質等でカンジダ
になりやすいということですが、質問
は、ステロイドをのんでいる患者さん
ということです。そのような方もカン
ジダになりやすいのでしょうか。
　三木　腟の中の細菌バランスがいろ
いろと変わってくることによって、こ
ういうことが出てきます。普通の細菌
バランスを崩すようなこと、ステロイ
ドは免疫抑制剤としての作用がありま
すので、それによって腟の中の細菌バ

ランスは変わってきます。あと、腟の
中のおりものの状態が変わるものとし
ては、糖尿病とか、そういうものによ
っても腟の中の一般的な防御機能が崩
れてしまって、乳酸桿菌以外の細菌が
繁殖し、いろいろな症状が出てくると
いわれています。
　池田　女性のほうがカンジダ症が多
いような気がするのですが、パートナ
ーの男性もカンジダというのはあるの
でしょうか。
　三木　まず最初に言っておかなけれ
ばいけないのは、一部の教科書などに
はカンジダは性行為感染症、性行為に
よってうつる病気と書かれていますが、
カンジダ自体はどんな女性の腟の中に
も少量はいるものなので、別に性行為
でなくても、体の調子が悪ければ増え
てきます。女性の腟の中はカンジダに
とってかなり住みやすい環境なのです
が、飛び出ているのが男性の性器です
ので、カンジダが居続けるところとい
うと、性器の皮の中ぐらいしかないの
です。そういうものをきちんと普通に
洗浄している、１日１回とか２日に１
回とか、シャワーなどで洗っている人
にとっては、普通男性の性器ではあま
り繁殖しません。こういうところをど
う洗うかは人それぞれですので、人に
よってカンジダを持っている人がいて
もおかしくないと思います。ただし、
私は産婦人科の医師なので、そちらの
ほうはちょっとわかりません。
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　池田　確かにその人のパートナーの
陰茎の状態と生活様式でも違うという
ことですね。
　三木　そうですね。
　池田　パートナーのほうも一応チェ
ックするほうがいいですね。
　三木　そうですね。何回も繰り返す
ようであれば、パートナーがどんな人
なのか、要するにパートナーの洗い方
とか、場合によってはクリーム製剤を
出してみるのも一つの方法かもしれま
せん。
　池田　先ほど常在菌でもある、とい
うことなのですが、カンジダ症の診断
はどのようにされるのでしょうか。
　三木　まずいろいろな病歴を聞く。
特に抗生剤、抗菌剤の投与後とか、あ
と免疫抑制状態になるような薬の投与
などがあったら、その問診だけでもか
なりのところまでわかります。あとは、
おりものの様子を見て、いわゆる典型
的なカンジダ様のおりものがあったら、
それだけでの診断でもいいと思います。
もちろん、非常に細かい、わかりにく
いような症例に関しては、おりものを
プレパラートに取って顕微鏡で見る。
カンジダ特有の菌糸、キノコのもとに
なるようなものですが、菌糸を確認す
ることによって、さらに正確な診断が
できますし、また場合によっては培養
という方法もあります。
　池田　それではっきり病原性がある
状態にあるのを確認するということで

すね。
　三木　そうですね。どう見ても普通
よりも多いか、明らかに数が多くなっ
ていることがわかれば、これが症状の
原因として考えられると思います。
　池田　次に治療になるのですが、日
本ではどのような方法がスタンダード
になっているのでしょうか。
　三木　まず腟の中に入れる錠剤で、
腟の中のカンジダをほぼ１回の投与で
ほとんど消滅させることができます。
あとは外陰部の症状、要するに外陰部
が痛がゆいという症状に関しては、抗
真菌剤の入ったクリーム製剤を塗るこ
とによって、その症状を抑えてあげる
のが基本です。だいたい１回の腟剤投
与でほとんどの場合よくなりますが、
それで効果が不十分な場合には１週間
後に来てもらって、症状を聞いて、も
う一回腟の中に薬を入れるという方法
で、ほとんどの場合、それでいったん
は治ります。
　池田　そんなに繰り返しなったり、
なかなか反応しにくいことは少ないの
ですね。
　三木　そうですね。ただし、この患
者さんのように、いろいろな理由でカ
ンジダになりやすい素因を持っている
と、それによって症状が持続してしま
う、もしくは再発を繰り返してしまう
患者さんもいらっしゃいます。
　池田　質問の患者さんの場合ですと、
ステロイドを投与されているというこ

ンスが大腸菌などに寄っていて、大腸
菌などが増えることもありますが、若
い方とか、生理が普通にある人であれ
ば、一番の原因はカンジダになると思
います。
　池田　カンジダの症状は、自覚症状
も含めてどのようなものがあるのでし
ょうか。
　三木　まず外陰部のかゆみ、あと外
陰部が赤くなってきます。かゆみがひ
どくなると、痛みという表現をされる
方もいらっしゃいます。あと、ちょっ
と白くてどろっとしたようなものが普
通のおりものなのですが、おりものが
普通のおりものと違って、チーズの中
でもカッテージチーズといわれるよう
な、要するに細かい粒々が塊になって
出てくるようなもの、それがカンジダ
に特徴的なおりものといわれています。
　池田　自覚症状とともに何かおりも
のが変わってくるのですね。
　三木　そうですね。
　池田　先ほど抗生物質等でカンジダ
になりやすいということですが、質問
は、ステロイドをのんでいる患者さん
ということです。そのような方もカン
ジダになりやすいのでしょうか。
　三木　腟の中の細菌バランスがいろ
いろと変わってくることによって、こ
ういうことが出てきます。普通の細菌
バランスを崩すようなこと、ステロイ
ドは免疫抑制剤としての作用がありま
すので、それによって腟の中の細菌バ

ランスは変わってきます。あと、腟の
中のおりものの状態が変わるものとし
ては、糖尿病とか、そういうものによ
っても腟の中の一般的な防御機能が崩
れてしまって、乳酸桿菌以外の細菌が
繁殖し、いろいろな症状が出てくると
いわれています。
　池田　女性のほうがカンジダ症が多
いような気がするのですが、パートナ
ーの男性もカンジダというのはあるの
でしょうか。
　三木　まず最初に言っておかなけれ
ばいけないのは、一部の教科書などに
はカンジダは性行為感染症、性行為に
よってうつる病気と書かれていますが、
カンジダ自体はどんな女性の腟の中に
も少量はいるものなので、別に性行為
でなくても、体の調子が悪ければ増え
てきます。女性の腟の中はカンジダに
とってかなり住みやすい環境なのです
が、飛び出ているのが男性の性器です
ので、カンジダが居続けるところとい
うと、性器の皮の中ぐらいしかないの
です。そういうものをきちんと普通に
洗浄している、１日１回とか２日に１
回とか、シャワーなどで洗っている人
にとっては、普通男性の性器ではあま
り繁殖しません。こういうところをど
う洗うかは人それぞれですので、人に
よってカンジダを持っている人がいて
もおかしくないと思います。ただし、
私は産婦人科の医師なので、そちらの
ほうはちょっとわかりません。
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ダがメインではないという判断をした
場合、よくあるパターンとして洗い過
ぎによっていろいろな症状を起こして
いることがあります。日本人は清潔好
きですので、いろいろなところを一生
懸命洗う。特に細菌、カンジダなどが
いるといわれると、頑張って洗わなけ
ればいけないという感じで、ほとんど
強迫観念にとらわれたようなかたちで
洗ってしまう方もいます。調子がいい
ときであればどんな洗浄剤を使っても
いいのですが、調子が悪くなっている
ときや、カンジダなどで軽い炎症が起
こっているときだと、強い洗浄剤、簡
単にいうとボディソープなどはかなり
洗浄力が強いので、それで１日２回洗
うとか、あと日本ではかなり普及して
いるビデ機能の、しかも強い水流など
でトイレのたびごとに外陰部を洗えば、
全く症状がない人でも、そのうち外陰
部がかゆくなってしまいます。
　あと、30歳、40歳の頃の外陰部の皮

膚の状態と、閉経前後の50歳、60歳、
70歳の頃の外陰部の皮膚の状態はかな
り違って、やはりお年を召された方は
皮膚が薄くなって弱くなってくること
がわかっています。頑張って洗ってい
ると、それだけでも症状が残ってしま
う。要するに、カンジダを治しても症
状はずっと続いてしまって、症状がよ
くならない。それには十分話をして、
洗う必要はないことをしっかり教える
必要があると思います。
　池田　カンジダが繰り返していると
思い込まないで、患者さんの生活背景
も含めて、よく問診を取って対応して
いくということですね。
　三木　そうですね。カンジダと一言
でいっても、全身的なこともいろいろ
関わってくる要素もありますので、十
分考えて全身的な医療をやらなければ
いけないこともあると思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

とですが、実際にこれは治っていない
のでしょうか。それとも、ほかの症状
といいますか、腟炎の後に炎症が少し
残っていて、そういった自覚症状があ
るのでしょうか。
　三木　どちらも可能性としてはある
と思います。まず治っていないかもし
れないという方向からいきますと、腟
の中に薬を投与するという方法を通常
は行うのですが、それが十分に効果が
ない場合には、週に１回の投与ではな
く、毎日の投与によって症状が改善す
る人もいます。要するに、腟の中に薬
が十分とどまっていなくて、早期にい
ろいろな理由で洗い流してしまう。人
によってはシャワーの強い水流を腟の
中に当てる習慣のある人とか、もしく
は温水洗浄便座のビデを使う習慣のあ
る人だと、せっかく腟の中に入れた薬
があっという間に流れ出してしまって
十分な効果を得られないことがありま
す。そういう場合だと１日１回の薬の
投与、それを病院でやるもよし、もし
くはおうちでやってもらうもよしとい
う方法もあると思います。ただし、な
かなか自分で腟の中に薬を入れられな
い方もいるので、そういう方に関して
は病院に週に４日ほど通ってもらって、
しっかり治療することで改善する可能
性はあると思います。
　池田　その方の生活習慣、あるいは
実際にうまくできているかどうかは難
しいですね。

　三木　薬を普通に口からのむだけで
もなかなかうまくやってくれない人が
います。ましてや腟に薬を入れること
に関しては、患者さんの理解はそれぞ
れですので、なかなか難しいところが
あると思います。
　池田　一方、内服薬にイトラコナゾ
ールなどがありますよね。婦人科領域
では内服薬はどのように使われるので
しょうか。
　三木　まず欧米、特にアメリカだと、
さっさと内服薬をのませましょうとい
う方向でガイドラインはそのようにな
っています。日本だとそこまで治療に
難渋する人は多くないという印象です
が、やはり治療に難渋する方に関して
は抗真菌剤の内服薬を行うのも一つの
方法だと思います。抗真菌剤ののみ薬
の一番有名どころでは、フルコナゾー
ルカプセルがあるのですが、フルコナ
ゾールカプセルは腟内カンジダに対し
ては適応症がないのです。日本国内で
売られている薬で適応症があるイトラ
コナゾールという薬によって治療する
方法が可能です。
　池田　先ほどカンジダがいなくても
症状がある場合は、カンジダの検査を
して陰性ということなのでしょうか。
　三木　完全に陰性かどうかは別にし
て、カンジダの症状に合わないような、
おりものは全く普通なのに、もしくは
ほとんどおりものがないのに症状を訴
えられる方がいます。そういうカンジ
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ダがメインではないという判断をした
場合、よくあるパターンとして洗い過
ぎによっていろいろな症状を起こして
いることがあります。日本人は清潔好
きですので、いろいろなところを一生
懸命洗う。特に細菌、カンジダなどが
いるといわれると、頑張って洗わなけ
ればいけないという感じで、ほとんど
強迫観念にとらわれたようなかたちで
洗ってしまう方もいます。調子がいい
ときであればどんな洗浄剤を使っても
いいのですが、調子が悪くなっている
ときや、カンジダなどで軽い炎症が起
こっているときだと、強い洗浄剤、簡
単にいうとボディソープなどはかなり
洗浄力が強いので、それで１日２回洗
うとか、あと日本ではかなり普及して
いるビデ機能の、しかも強い水流など
でトイレのたびごとに外陰部を洗えば、
全く症状がない人でも、そのうち外陰
部がかゆくなってしまいます。
　あと、30歳、40歳の頃の外陰部の皮

膚の状態と、閉経前後の50歳、60歳、
70歳の頃の外陰部の皮膚の状態はかな
り違って、やはりお年を召された方は
皮膚が薄くなって弱くなってくること
がわかっています。頑張って洗ってい
ると、それだけでも症状が残ってしま
う。要するに、カンジダを治しても症
状はずっと続いてしまって、症状がよ
くならない。それには十分話をして、
洗う必要はないことをしっかり教える
必要があると思います。
　池田　カンジダが繰り返していると
思い込まないで、患者さんの生活背景
も含めて、よく問診を取って対応して
いくということですね。
　三木　そうですね。カンジダと一言
でいっても、全身的なこともいろいろ
関わってくる要素もありますので、十
分考えて全身的な医療をやらなければ
いけないこともあると思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

とですが、実際にこれは治っていない
のでしょうか。それとも、ほかの症状
といいますか、腟炎の後に炎症が少し
残っていて、そういった自覚症状があ
るのでしょうか。
　三木　どちらも可能性としてはある
と思います。まず治っていないかもし
れないという方向からいきますと、腟
の中に薬を投与するという方法を通常
は行うのですが、それが十分に効果が
ない場合には、週に１回の投与ではな
く、毎日の投与によって症状が改善す
る人もいます。要するに、腟の中に薬
が十分とどまっていなくて、早期にい
ろいろな理由で洗い流してしまう。人
によってはシャワーの強い水流を腟の
中に当てる習慣のある人とか、もしく
は温水洗浄便座のビデを使う習慣のあ
る人だと、せっかく腟の中に入れた薬
があっという間に流れ出してしまって
十分な効果を得られないことがありま
す。そういう場合だと１日１回の薬の
投与、それを病院でやるもよし、もし
くはおうちでやってもらうもよしとい
う方法もあると思います。ただし、な
かなか自分で腟の中に薬を入れられな
い方もいるので、そういう方に関して
は病院に週に４日ほど通ってもらって、
しっかり治療することで改善する可能
性はあると思います。
　池田　その方の生活習慣、あるいは
実際にうまくできているかどうかは難
しいですね。

　三木　薬を普通に口からのむだけで
もなかなかうまくやってくれない人が
います。ましてや腟に薬を入れること
に関しては、患者さんの理解はそれぞ
れですので、なかなか難しいところが
あると思います。
　池田　一方、内服薬にイトラコナゾ
ールなどがありますよね。婦人科領域
では内服薬はどのように使われるので
しょうか。
　三木　まず欧米、特にアメリカだと、
さっさと内服薬をのませましょうとい
う方向でガイドラインはそのようにな
っています。日本だとそこまで治療に
難渋する人は多くないという印象です
が、やはり治療に難渋する方に関して
は抗真菌剤の内服薬を行うのも一つの
方法だと思います。抗真菌剤ののみ薬
の一番有名どころでは、フルコナゾー
ルカプセルがあるのですが、フルコナ
ゾールカプセルは腟内カンジダに対し
ては適応症がないのです。日本国内で
売られている薬で適応症があるイトラ
コナゾールという薬によって治療する
方法が可能です。
　池田　先ほどカンジダがいなくても
症状がある場合は、カンジダの検査を
して陰性ということなのでしょうか。
　三木　完全に陰性かどうかは別にし
て、カンジダの症状に合わないような、
おりものは全く普通なのに、もしくは
ほとんどおりものがないのに症状を訴
えられる方がいます。そういうカンジ
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